
苅尾（かりお）とは，広島県北広島町芸北にある山の名前です．
一般には臥竜山として知られていますが，地元の人たちは親しみをこめて「かりお」
の名前をつかっています．
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活動報告

Áࣿߒƃ۪Ƥгߒڕहോ՞߀ӂ

ÁǔǢȈǞȜǠȐǏǏǓƤߙຬଡݻ

観察会案内

ÁߒƤ๋ନ՞߀ӂ

ÁȋȓǋǓǕǑȔ՞߀ӂ

Áตȟڻ࠻ƤहভଡݻÏҗÐ

Áตȟڻ࠻�җƤźƃƸƤ՞߀ӂ

●スタッフ紹介
���� శதƤ݅ڻƤࠨਆըƤǢǨǬǾǈऋӁƍƴ

ƏªࠨਆơեƏǁ֪แƺ࠾แƠƟ©ƀ֏ځơƀƀ

ƁƇƅƖƋźª

学芸員：白川勝信（北広島町教育委員会）
受付事務：河野弥生・有光真教
              （NPO法人 西中国山地自然史研究会）
せどやま事業担当：曽根田利江
              （NPO法人 西中国山地自然史研究会）

ごあいさつ：4月からせどやま部門でお仕事させてい
ただいています．山に関わる仕事ができ，とても楽し
んでいます．よろしくお願いします．（そねだとしえ）

●活動報告について
� ڕ �� థơܷǅǂƕÛࢰƤٳಯƤहോ՞߀ӂÜ

Ƥԗඔݓƥ©ட݊ơƾǀࠞ݉ơƜඔݓźƕƍƴƏª

●認定記念シンポジウム「未来に残したい，西中国
山地の自然」のご案内

シンポジウム：『未来に残したい，西中国山地の自然』
内容：各分野の専門家による講演
　　　パネルディスカッション「西中国山地で人と自
　　　　然の新しい関係を探る」
日時：2014年 5月 24日（土）14:00 ～ 17:00
場所：広島市 西区民文化センター スタジオ
入場：無料　定員：150名
お問い合わせ：高原の自然館
※詳細は西中国山地自然史研究会のホームページをご
覧ください．
URL:http://npo.shizenkan.info/?p=3096
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観　察　会　報　告
●山焼き後の雲月山の観察会

開催日時：2014年 4月 26日（土）9:30
講師：大竹邦暁・佐久間智子

థۼǈƿƁƅࡔǁ౽ఇǀƤ©ࣿߒƃ۪Ƥ

гߒڕहോ՞߀ӂƂܷǅǂƴƍƕªݤӄƤܹߴ

ƥ©हോƤৡไҙƝŸǁઘ૬ঢ়ভƞׂݵգঢ়ভ

ƝƏª

൙ҎȄÁȔơڄ �� ปƤߑҔࡑƂ݊ƍ©

гߒڕơƚźƜ©ࠕਃԇǈܷźƴƍƕªઘ૬

ঢ়ভƁƿ©гߒڕƤণǀໂƗƺ࠾©ڻơভ

ਗ਼ƏǁോલơƚźƜӃৗƍƜźƕƖƃ©Ǽǰ

ǓƝ©ঢ়థܷǅǂƕࣿߒƃƤຈ߱ǈࠊଝƍƴƍ

ƕªׂݵգঢ়ভƁƿ©гߒڕƞ।ƞƤեǅǀƺ©

ƤहভƤϸźơƚźƜ༺ƍߒڕƞгڻƤت

ƜźƕƖƃƴƍƕªതƥƠƁƠƁ൚ƅƉƞƤ

ƝƃƠźƀ༺ơ©ߑҔࡑƥȊȋǈƞǀƠƂƿవ

ोơ൚ƃధƙƜźƴƍƕª

ƃƤࣿߒƁƿ܂ధߒơϱ۪©ۂƝࡓ

ปߣƂߣǁгߒڕǈǀƴƏªధ܂Ɓƿݭƴ

ƝƤࡍษƝƥ©ǓǓǨǪǭȅǢȈȕƺǤȜȅ

ȜȍȓƠƟƂߑҔࡑǈڅࢫžƜƅǂƴƍƕª

ݭǈඃźƜźǁƞ©гߒڕƤൃߒơॼ༠Ƥ

ৌƂڰƿǂƴƍƕªƁǉƠƍơߧǅǂƕॼ༠

ƤৌƝ©ߒƤತઁƴƝźƜźǁƞ©ઘ૬ঢ়

ভƂӃৗƋǂƴƍƕªƁǉƠƍƞƥݾǈޏ

ǁϮƤඞචƤƉƞƝ©гߒڕƝƥ©ฝࠠࠝખƴ

ƝƕƕƿলƂܷǅǂƜźƕƓżƝƏª

്©ଧƝૺीǈीƯƕ۪ߒ ցƴƝЏƃ൷ƍ©

ಎƝߒƅ৬ƴƙƕݘơŸǁǈॡƵƴƏªൃߒ

ƥ©ǜǍǔȓǦǏƺ©ǠȐǏǡȐǏǹǔȇƠƟ

ƂҧǈުƁƑƜźƴƍƕª

ஞ©൶ƞƥहভƂϸżथࣅƂŸƙƕƤƝ©

ƓƉƮ܃ƁźƴƍƕªǻȊǢǍǹƺǻȊǓǲȓ

ǜǦǏ©ǑǧǷǗǠǗǠƠƟ©ෛຣ©гߒڕƝ

ƥڰƿǂƠƁƙƕӟຣहോƂٙভƍƜźƴƍ

ƕªгߒڕƝඝෑƂܷǅǂƜźƕࠝ©טƂƴƙ

Ɯׄ٭ƍƜźƕथࣅƝŸǀ©ఋơߣƙƜźƕ

ƜƃƜಔһƍƕƸƤƖƓżƝࢫơׯƂ©ൖƞ

ƏªטǈඝෑƍǈीƯƜƸƿżƉƞƥ©ڻ

ƤϲࠜƤƝƥȊȓǬǱƞƠǁƉƞƠƟ©ڻ

ՖຸƤచƍƋǈׂݵգঢ়ভƂ༺Ƌǂƴƍƕª

ƤઘٸƃƤࣿߒ©ƤණǂǈԉƍƵƠƂƿࢰ

ƋƠƟǈԇƩ©ोƾź್ǂƞƞƸơгߒڕ

ǈ۪ơƍƴƍƕª¦¦¦ÏŸǀƵƚƴƋƁƐÐ

大竹先生と佐久間先生から，雲月山について解
説いただいた．

登山道入口付近に咲いていたセンボンヤリ．

雲月山の登山道入口．先日の山焼きの名残が残
る．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
ÛहോƤһॸƃƤƋÜÛ߶ƙƕϟञơҧƂ

ŸƙƜƾƁƙƕƝƏÜÛഺƤƋÜÛଧञഘتƤ

ืƤ߽ƂЁඞơƤƵ܃źƜźƕƉƞÜÛǠȐǏ

ǡȐǏǢǛǈकƍƅ՞߀ƝƃƜ©ǓǢȊǢƤƠ

ǀƕƗƂ؆॓ƁƙƕÜÛࣿߒƃ۪ƤҧƂੰƅ

ਆǈՃࠨƃ۪ƤһॸƃƂࣿߒǂƕƉƞ¯ÜÛڰ

ƎƿǂƜ©ೣƍźҧǈਮƝƃƁƙƕƉƞƝ

ƍƕÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛгߒڕƤ་ߪƁƿ©ҧƤปਃƴƝƾƅǅƁ

ǀԉƍƁƙƕƝƏÜÛࣄƷƜгߒڕǈණƣƜƵ

Ɯ©ƴƕ©߬֓ƤߒǈڰơຣƴƏÜÛܐઘƠ

శƥƝƃǁݤơƕƖƕƖϊநƋǂƴƍƕÜÛڻ

ƖƇߑҔƍƕźƤƝƾǃƍƅƀշźƍƴƏÜ

ÛǠȐǏǡȐǏǢǛ©ȍȇȍǳǗǈӿžǁƉƞ

ƂƝƃ©ǕǍǲƤࠝƤܰߑơƠǁÜÛгߒڕƤ

ମƍźٱाƂڰƿǂƕƉƞÜ

佐久間先生から，キジムシロとミツバツチグリ
の見分け方について教わった．

山腹に残る水路の跡を見ながら，かんな流しに
ついて話される大竹先生．

登頂記念に集合写真を撮影．黒い山肌を背にして，コイカリソウが咲き誇っ
ていた．
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観　察　会　報　告
●カスミサンショウウオの産卵調査

開催日時：2014年 4月 29日（火・祝）9:30
講師：内藤順一

ơƀźƜ©ǔǢȈǞȜǠȐڻ࠻శƸตȟݤ

ǏǏǓƤߙຬଡݻƂܷǅǂƴƍƕªƁƚƜڻ࠻

ƝŸƙƕथࣅƂෑथণࠕ܌ơƾƙƜƂԲ

ƍ©ƓƤ۪ࠨڻ࠻ਆއভؑࠕơƾƙƜ

ॼ༠ƂƋǂ©ڻ࠻ƂއভƋǂƚƚŸǁƤ

ƂޠۂƤตȟڻ࠻ƝƏª

Ɲƥ©ืݻశƤଡי 1R��� ຬƂߙƅơت

ӽమƋǂ©थࣅƝƤণƸڰƚƇǁƉƞƂ

ƝƃƴƍƕªݤశƥƟǉƠଡڒݻҝơƠǁƤƝ

ƍƽż®։અƍƠƂƿଡݻƂӚ߮Ƌǂƴƍƕª

ƴƐƥ݅ڻƤࠨਆըƤஃࠥǜÁǳÁƝ©ܹߴ

Ƥఋௌঢ়ভƁƿ©ǞȜǠȐǏǏǓƤƺভઇ

ơƚźƜӃৗǈƍƜźƕƖƃƴƍƕªݤӄƤଡ

ƥǔǢȈǞȜǠȐǏǏǓǈोơܷźƴƏªݻ

ǔǢȈǞȜǠȐǏǏǓƤভƥ߾ॼϽơভਗ਼

ƍ©ढ़ƥହन©࠻൶ƤߒơভԗƏǁƂ©

ƉƤࠝ։ơƠǁƞߙຬƤƕƷڻ࠻ƺ࠻ơƺƙ

ƜƅǁƓżƝƏªตȟڻ࠻Ƹ࠻ҎƂॡƵ©

ߙƂžƜƃƕƾżƝƏªƟƤƅƿźࣅຬथߙ

ຬҦࣅƂžƕƤƁ©ಮơ്ƁǂƜƍƙƁǀӽ

మƏǁƤƂݤథƤޯؑƝƏª

ըఋƝƤȕǘǪȌÁǈžƕŸƞ©�ƚƤಮ

ơǅƁǂƴƍƕªࣄƷƜƤߑҔࡑơƸǅƁǀƺ

Əƅ©ॼޞƝƤଡݻඞචǈžƜźƕƖƃ©ź

ƌӚ߮¯ ƝƸॼҊƥڕ� �óƞƅ©ڻ࠻Ƥॼ

ơࡧǈƚƇǁƞƨǉƺǀƞƍƴƏª

ఋௌঢ়ভƁƿƤǋǲǹǍǢƂŸƙƕƾżơ©

ȇǋǟȈƺǍǵǭǛƂŸǁƞƉǃǈૄƍƴƏª

ҔߑƷƥƢƁǁƵƺǷǍǹȒơਞƴǂƜźƕࣄ

ƤඞචƂय़ơഘƃƥƎƷ©ŸݻƸ©ࣔ¾ơଡࡑ

ƗƉƗƝÛƀƙƕÁªŸƙƕÁªÜƞźżƂ

൚Ɖž߮ƷƴƏªࠃલƤಮƥ©�ǔࣅ �ຬӅǈ

ƂƝƃƴƍƕªһឳ۪։ƤमઇƤࠕƚƇǁڰ

ຬƂƱƞǉƟƝƍƕƂ©�ǔࣅƝǓǢƤণƸ

ƂƝƃƴƍƕªƓƤ੯©ȍȇǋǔǕࠕƚƇǁڰ

ǑȔƤຬӅƺǠȎȕÁǛȔǋǓǕǑȔ«ǨǝǕ

ǑȔƠƟƂڰƚƁǀƴƍƕª

ఋௌঢ়ভơƾǁƞ©ࣄ։ƥ൶ơভਗ਼ƍƜź

ƕۉƂ©ƉƉ �Æ � శ©ตȟڻ࠻Ƥఋ

ơॆధƍƜǔǢȈǞȜǠȐǏǏǓƤߙຬƂӽమ

Ƌǂ©ڻ࠻ҎƂओฝƝƃǁઘƃƠਫ਼ƂƁǀơ

ƠƙƜźǁƓżƝƏªෛశதƥืƾǀఋơ

ॆధƍƜߙຬƍƜźǁƤƸӽమƋǂƴƍƕªƉ

ƤଡݻƝƥৡไҙƞЁಱƤߑҔࡑƂƞƸơଡݻ

ǈƏǁƉƞƝ©ܐϤǈଡݻƏǁƉƞƂƝƃ©

ǔǢȈǞȜǠȐǏǏǓǈ߮Ʒ©źƃƸƤƤভઇ

ƺভਗ਼मƂӽమƝƃǁƉƞƝ©ƾǀੰƅƤඞ

ơভോੰຈঢƤࢠຒঢǈՃƎƜźƕƖƇǁथơ

ƠƙƜźǁƞ߶źƴƏª

ӵƝڻ࠻ƤษƂࣨڿƏǁ©ࣨƍƝƸভ

ƃോƺƓǂƿǈƞǀƴƅՑơեोǈࠜƗ©ൾ

ਇƤ೯ຒঢǈƙƜଧƇƕƿƞ߶źƴƏª

ƉƤథۇǀƞƥźž©࠻ƤमǈڰƠƂƿ©

ǈߧƙƜǔǢȈǞȜǠȐǏǏǓƺƓƤ੯Ƥź

ƃƸƤƤଡݻǈԉƍƅƍƕࠝգƞƠǀƴƍƕª

ຣశ©ǔǢȈǞȜǠȐǏǏǓƂƟƉƴƝॆధ

ƍƜƅǁƁ©ෛுơԉƍƵƝƏªÏƉżƤƺƾźÐ

歩道の下でヤマアカガエルの卵塊を見つけた．

4班に分かれて探索開始．
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観　察　会　報　告

【みなさんの印象に残った物】
ÛƞƸीźǈƏǁƉƞÜÛตȟڻ࠻ƝຬӅƂ

ƚƁƙƜźƠƁƙƕथڰƴƝݤÜÛࠕƿǂƕڰ

ƚƁƙƕƉƞÜÛǔǢȈƤ݅ڰƝຬƞণƂࣅ

ϱܷ٦ƂӽమƝƃƕƉƞÜÛǍǹȒƂସźÜÛǔ

ǢȈǞȜǠȐǏǏǓǈƋǅƙƕƉƞÏ�ÐÜÛǔ

ǢȈƤຬӅƞণಔڰÏ�ÐÜÛǔǢȈǞȜǠȐ

ǏǏǓ©ǋǔǸȒǍȋȓÜÛశƾǀƸǋǔǕ

ǑȔƤຬƂࣨƠƁƙƕƉƞÜ

【参加したみなさんの感想（抜粋）】
ÛƴƕߑҔƍƕźƝƏÜÛƞƜƸൺơƠǀƴ

ƍƕÜÛຬӅঋƂࣨƠƁƙƕƤƝ©߱ƟƸơŸ

ƴǀڰƑǁƉƞƂƝƃƠƁƙƕƤƂߣషÜÛ�

శƇƜߑҔƍƜ©އভƂॡǉƝźǁƉƞƂՃ

ƎƿǂƴƍƕªٸଡݻƤϪ֬ƂƾƅǅƁǀƴ

ƍƕÜÛඃƅƤƂઘ൲ƖƙƕƇƟ©ƏƊƅԉƍ

ƁƙƕƝƏÜÛຬӅƂࢫƜƃƜƁƙƕÜÛॎƍ

źथࣅƝຬƂڰƚƁƙƜՃƍƴƍƕÜÛ്ࠨ

ƂຬƸণƸڰƚƇƿǂƠƅƜƅƺƍƁƙƕÜ

ÛതధǂƠź࠻ơధǂƜƞƜƸƾƁƙƕÜ

ÛƞƜƸԉƍƁƙƕƝƏÜÛ്ࠨƝڰƚƇƿǂƕ

ƁƿżǂƍźÜÛƏƊƅԉƍƁƙƕªƴƕƺƙ

ƜƵƕźÜÛຬƂಔڰƝƃƠƙƕƤƥߣషƝƍ

ƕƂ©੯ƤভƃƸƤƸƕƅƋǉڰƿǂƜƁƙ

ƕƝƏÜ

木道の上で，各班からの報告をし合った．ヤマ
アカガエルの卵塊は全ての班で，カスミサンショ
ウウオの卵塊は 3つの班で見つかった．

カスミサンショウウオ，ヤマアカガエル，タゴ
ガエル，シュレーゲルアオガエル，オオコオイ
ムシ，イモリなどが見つかった．

手に取って，よーく観察．再生した湿地．ここでも，卵塊や親が見つかった．



高原の自然館（こうげんのしぜんかん）
〒 731-2551 広島県山県郡北広島町東八幡原 119-1
tel. & fax：0826-36-2008
http://shizenkan.info/
staff@shizenkan.info

記事に関するお問い合わせ，観察会のお申し込み先
（ご意見・ご感想もお待ちしています）
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観　察　会　案　内

●霧ヶ谷湿原の植生調査（夏）
開催日時：2014年 6月 22日（日） 9:30
集合場所：高原の自然館
講師：大竹邦暁・佐久間智子・白川勝信　　　　
　　　和田秀次
準備：作業セット
定員数：30名
参加費 : 無料

෧శ©җƞơܷƙƜźǁहভଡݻƝƏª

�Pä�PƤơ©ƟǉƠहോƂ©ƟƤதভਗ਼

ƍƜźǁƁǈ©ܹߴƤঢ়ভƞЁơ©ଡݻƍƴ

Əªپٟ©֘ధٟƠƟǈ്ૃƍƜܷźƴƏƤ

Ɲ©ࣄोࡑƤඞƝƸ֏ځơߑҔƝƃƴƏªตȟ

ڻ࠻Ƥहോǈ©źƚƸƞƥ൲ǅƙƕࠊƝڰ

ƜƵƴƍƽżª

●霧ヶ谷湿原 夏のいきもの観察会
開催日時：2014年 7月 6日（日） 9:30
集合場所：高原の自然館
講師：岩見潤治・大竹邦暁・松田賢・和田秀次
準備：基本セット，虫かご
定員数：30名
参加費 : 一般 =300円，賛助会員 =100円
　　　正会員・中学生以下 =無料

җƤตȟڻ࠻ǈඃƃƠƂƿ©źƃƸƤલǈ

՞߀ƍƴƍƽżªǸȜǔǍǦǏƺǓǔǱȒǷǓ©

ǻȊǠǡȈƺǻȖǠȇǞǳǑƠƟ©ҧƤปਃƤ
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基本セット：山を歩ける服装，雨具，飲み物，おやつ，筆記用具，メモ帳
作業セット：作業ができる服装，長靴，軍手，雨合羽，飲み物，おやつ
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●龍頭山の野鳥観察会
開催日時：2014年 6月 7日（土）6:00
集合場所：道の駅 豊平どんぐり村
講師：上野吉雄
準備：基本セット，双眼鏡，あればフィールド　
　　　スコープ
定員数：30名
参加費 : 一般 =300円，賛助会員 =100円
　　　　正会員・中学生以下 =無料
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●モリアオガエルの観察会
開催日時：2014年 6月 15日（日）9:30
集合場所：原東生活改善センター
講師：内藤順一
準備：基本セット，長ぐつ
定員数：30名
参加費 : 無料
※今回は SAVEJAPAN の支援を受け実施します

ܐலଛƝƥ©ވઘƤভਗ਼ƝŸǁञر

Ƥేؑຌ່ƷૢƝ©ȋȓǋǓǕǑȔǈ՞߀ƍƴ

Əªതƥ߰ǈڰǁƉƞƂచƍźȋȓǋǓǕǑ

ȔƝƏƂ©ߙຬƤࠝ։ơƠǁƞ©່ Ʒૢơƴƙ

ƕ߰ǈูƤਃƝڰǁƉƞƂƝƃƴƏªߙຬƤ

ƺଦًغƸӽమƝƃǁƁƸƍǂƴƑǉªОۉ

ǈƊຌϪƅƖƋźª


